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豊田校舎

受験はしないが、基礎学力を身につけさせたいと
お考えの方へ
小学校でのテストがよくできていても中学生になって
つまずいてしまうお子様がたくさんいます。どうしてでしょう？それは正しい学習習慣
と勉強法が身についていない、または長期的な記憶として知識が定着していないか
らです。そこでレッツでは、小学校のうちにこれらの問題点を改善できるように一人
ひとりにきめ細かく対応していきます。小学校の進度より多少速い程度ですので、無
理なく学習に取り組めます。 

進学科コース

都立自校作成校、および私立難関校をお考えの方へ
都立国立高校、八王子東高校などの独自問題出題校を
目指す方は、早い段階からしっかりとした準備が必要で
す。なぜなら中学で学習する内容からレベルアップした問題が出題されるからです。こ
れらの高校では、国立大学や難関私立大学への合格者を多数輩出することが目標とな
りますので、高校生になっても通用する能力が要求されるのです。その能力を身につけ
るために、ある程度高度な内容まで学習するのがよいでしょう。レッツの特訓科クラス
では中3の春までに中学内容を終了し、入試レベルの復習をします。復習にかける時間
がたっぷりあるので、難関校に合格できるだけの学力が身につきます。

中学生活と勉強の両立をお考えの方へ
今までの学習内容が未定着な方や中学校での成績に不安がある方は、基礎学力と学習方法が
身につく受験科クラスがおすすめです。学校より少しだけ早い進度で授業をしますので、学校で習うときには授業内容がよくわ
かります。また定期テスト前には塾の授業内でテスト対策も実施しますのでしっかり取り組めば内申対策も万全です。

特訓科コース

受験科コース

八王子東高 1名
国分寺高 3名
日野台高 3名
南平高 1名
小平南高  2名

2022年（令和4年）入試合格実績

翔陽高 1名
東大和高  1名
松が谷高 1名
富士森高 1名
日野高 1名

八王子高（　） 2名
拓殖大学第一高（ ） 2名
八王子高（　） 4名
拓殖大学第一高  1名
工学院大学附属高（　） 1名
白梅学園高（ ） 2名
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八王子実践高（　） 2名
白梅学園高（ ） 1名
八王子実践高（　） 2名
立川女子高（ ） １名
その他私立高 6名

私  立  高  校

都  立  高  校

都立国分寺高等学校、
私立八王子高等学校〈文理選抜〉合格
《入塾時期》中２の初め
《レッツの良い点》
●ノートの取り方を丁寧に教えてく
れたこと。
●質問をしやすい雰囲気があること。
●先生方や受付の事務の方々がい
つも励まし、応援してくれたこと。
《後輩へのアドバイス》
模試の結果が悪くてもあきらめ
ず努力を続けてください。私は苦
手な国語の記述はプリントをも
らって解き、添削してもらいまし
た。少しでも学力が上がるように
先生にどんどん質問し、プリント
をもらって取り組んでください。

都立八王子東高等学校、
私立八王子高等学校〈文理特進〉合格
《入塾時期》中3の夏
《レッツの良い点》
●皆で切磋琢磨して学習
に取り組めること。
●先生方が親しみやすく
接しやすいところ。
《後輩へのアドバイス》
自分を信じて最後まで諦
めず学習に取り組んでく
ださい。不安になっても
勉強をし続けることで志
望校に合格できると思い
ます。

N.Aさん（日野第四中） N.Y君（日野第四中）

都立日野台高等学校推薦合格
《入塾時期》中1の４月
《レッツの良い点》
●小テストがあることで
次にまた頑張ろうと思え
ること。
●分からないことを質問
すると丁寧に教えてくれ
ること。
《後輩へのアドバイス》
分からないことは何でも
先生に質問し、教わった
ことは何度も復習して覚
えることが大切です。
日々ちょっとだけ頑張る
ことが自分の力になりま
す。

N.Y君（日野第二中）
都立国分寺高等学校、
私立八王子高等学校〈文理特進〉合格
《入塾時期》中１の3月頃
《レッツの良い点》
●解けない問題を質問
するとわかるまで教えて
くれるところ。
●復習に力を入れている
ので継続している間に学
力が自然と上がること。
《後輩へのアドバイス》
復習に力を入れてくださ
い。一度わかったつもり
になっても少し時がたて
ば忘れてしまいます。何
度も繰り返すことが大切
です。

S.T君（日野第二中）

　中学3年間は、自分の将来を決める重要な時期です。大切なことは「学習の本質を理解する！」ということ。
単に丸暗記や志望校合格の為に勉強するのではなく「将来の夢の実現に必要となる本物の力」を身につけ
ていくことが必要になります。レッツでは、日々の学習の成果である成績向上と志望校合格は、未来を志向し
ながら本質を究めるものと考えて塾の立場から指導をおこなっています。
　グラフは今年レッツを卒業した生徒の成績の伸びをリアルグラフで表したものです。レッツに入塾し、継続
的に学習すればするほど真に身についた実力が養成され、安定した成績の伸びが結果として出ていること
がわかります。早めの判断が勝利への秘訣です。レッツは頑張る君を全力で応援します！！

成績UPアッ
プ

勉強は継続すればするほど、確実な　　　　が可能！

中学部開設コース中学部開設コース

小学部開設コース小学部開設コース

※2022年度のみの実績です。
※2月末まで学朋舎レッツ豊田校に在籍した生徒のみの数字です。
　（講習生は含みません）

（レッツ豊田 １校舎の実績です。）

学朋舎レッツの
新型コロナ対策

学朋舎レッツでは以下のような対策を実施しております。
●入室前の検温、手洗い ●マスク着用
●窓を開けての換気 ●空気清浄機の設置

国語 数学 英語 3科
3年間の偏差値アップ
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国語 数学 英語 3科
2年間の偏差値アップ
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国語 数学 英語 3科
半年間の偏差値アップ
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夏期講習無料体験授業の内容
●7月度授業期間 [7/1（金）～7/16（土）]
■全クラス対象
1学期の学習内容の続きです。新単元を塾で導入し、演習と解説をします。

●夏期講習期間 Ⅰ期 [7/21（木）～7/29（金）]
■小5、小6、中2特訓科、中3対象
今まで習った内容の復習です。基本事項を確認し、問題の解説をします。

■中1受験科、中2受験科対象
8/1から始まる夏期講習前のプレ授業を実施します。前もって夏期講習
で復習する内容をお子様の理解に完全に合わせた形で進め、忘れてい
る内容、間違えて覚えている内容を正しく定着するようにします。
　

●夏期講習期間 Ⅱ期 [8/1（月）～8/9（火）]
■小4、中1受験科、中2受験科、中3対象
今まで習った内容の復習です。基礎を確認し、問題の解説をします。
　

●8月集中授業 Ⅲ期 [8/17（水）～8/24（水）]
■全クラス対象
2学期内容の先取り学習です。新単元を塾で導入し、演習と解説をしま
す。

  月 火 水 木 金 土
 17：00～18：50     17：00～18：50
 国語    算数
  17：00～18：50   17：00～18：50
  算数  国語
 19：35～21：25  19：35～21：25  19：35～21：25
 国語  英語  数学
  19：35～21：45 19：35～21：45 19：35～21：45  19：35～21：45
  数学 社理 英語  国語
  19：35～21：25 19：35～21：45 19：35～21：25  19：35～21：25
  国語 社理 数学  英語
 19：35～21：45 19：00～22：10 19：35～21：45   19：35～21：45 19：05～22：15
 国語 英数 英語  数学 社理
   19：35～21：45 19：35～21：45 19：35～21：45 19：05～22：15
   数学 英語 国語 社理
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